
オンラインセミナー・商談会を参加する工業団地のリスト
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（１）ディープシー工業団地（Bac Tien 
Phong)
（ｐ１～ｐ１３）

（２）アマタシティー工業団地
（ｐ１４～ｐ２２）

（３）ドンマイ工業団地
（ｐ２３～ｐ３４）

（４）WHA インダストリアルゾーン 1
（ｐ３５～ｐ４３）

（５）AN PHAT ハイテック工業団地
（ｐ４４～ｐ５５）

（６）バオミン工業団地
（ｐ５６～ｐ６８）

（７）HAM KIEM工業団地
（ｐ６９～ｐ７８）

（８）HANSSIP 工業団地
（ｐ７９～ｐ８５）

（９）第三タンロンヴィンフック工業団地
（ｐ６８）

（１０）ホア・ラックハイテック工業団地
（ｐ８７～ｐ９９）



ディープシー工業団地クアンニンのご紹介

２０２０年８月
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工業団地（１）
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ディープシー工業団地クアンニンの概要

-位置:クアンニン省クアンイェン町、
ダムニャマック

-総管理面積 :約1500ヘクタール
-２区画構成：

• ①Nam Tien Phong工業団地(DEEP C
Quang Ninh 1 ):
•面積：487 ha,リース期間 2064年
まで

• ➁Bac Tien Phong工業団地(DEEP C
Quang Ninh 2 ):
•面積：1193 ha, リース期間 2066
年まで
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ベトナムの経済状況について

- 人口(2019) : 9648万人
- GDP (2019) :7.02%

- GCIランク(2018 ) : 50/194

- FDI額 (2019) : 380,2億米ドル(7,2%)

- 登録資本平均: 430億米ドル
- 平均給与: 242米ドル/月
- 新規事業開始にかかる日数：平均90日程度
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-輸出(2019):
o 合計額 263.45億米ドル( 8.1%)
o サービス分野 16,6億米ドル(12,6%)
- 輸入(2019):
o 合計額 253,51億米ドル(7%)
o サービス分野 19,1億米ドル(2,9%)

- GRDP (2019) :  ~85億米ドル(12,1%)
- GDP/一人あたり 6.131米ドル
- PCIランキング 2017-2019まで3年間連続1位
- FDI数120件 (2019),新規登録資本合計: 63億米ドル
- 最低賃金：150米ドル(2020年1月)
- 新規事業開始にかかる日数：平均90日程度

クアンニン省の経済状況について
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ハイフォン-ハロン-ヴァンドン
高速道路（中国方面）)

カットビ国際空港

ハノイ-ハイフォン高速道路

沿岸高速道路

ラックフェン港

ディンブー港

中国深センまで車で１２時間

ディープシー工業団地クアンニン
からの主要アクセス情報

-ディンブー港 (20.000DWT) 15km
-ラックフェン港 (100.000DWT ) 30km
-カイラン港 (50.000 DWT ) 40km
-カットビ国際空港 20 km
-バンドン国際空港 100km

地理的特色
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クアンニン省内採用に関し
ての概要

◆人口情報:
-クアンニン省合計:１４０万人(2019)
- 就労可能人口:７８万人(60%)
- 大学:３校 短大数:９校
- 職業訓練校数：１４校
- 卒業生数：毎年５０００人以上
◆平均月収
-未熟練：150ドル
-熟練：$ 400;
-エンジニア：$ 1000;
-マネージャー：$ 1500
-新卒: $250
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工業団地内設備

-

-

◆ユーティリティー概要:

-電力:

• 国家送電網(220kV)および地方送電網(110kV) 
配電：２２kV

-上下水:

• 非処理水: 80,000 m3/日
• 処理水: 12.000 m3/日
排水 20,000 m3/日
その他のサービス：通信、防火設備完備

Tấm pin năng lượng mặt trời

Nhà máy XLNT ISO 9001 & 14001
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ディープシー工業団地クアンニ
ン進出のメリット
• 非常に広大な土地を使用することにより大規模事
業拡張が可能

• 海岸線に面している利点を生かし、水産業や海上物
流などの関連事業発展が行いやすい

• ベトナムのの工業団地運営に関して20年以上の実績
に裏打ちされた包括的サポートを提供

• 再生可能エネルギー発展を大きな柱とし、環境との
調和を通して“エコ・インダストリアルパーク”を実
現。プラスチックの道路材利用からマングローブ林
の保全まで、様々なエコプロジェクトを実施
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誘致産業分野目標

自動車関連分野 電子部品関連 石油・化学分野 重工業分野

物流分野包装分野 食品分野 農産物分野
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税制優遇について
クアンイェン経済特区税恩恵に自動的に適用（２０２０年末より開始）
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Economic zone incentive CIT=10%

0年

20%CIT=0% CIT=5% CIT=10%

4年

非課税

13年

法人税半額

15年

4.35%

*Ghi chú: Ưu đãi thuế khu kinh tế Quảng Yên sẽ được áp dụng cho KCN DEEP C Quảng Ninh từ cuối năm 2020
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連絡先
-クアンニン省代表:

o Ms. Kim Chi,クアンニン省投資促進機構 投資促進部⾧

o Mr. Nguyễn Huy Thái,クアンニン省経済管理委員会 投資管理部⾧
-ディープシー工業団地クアンニン代表:  

武井 世志人 日本デスク代表

住所：Tầng 5, tòa nhà văn phòng Harbour View, 12 Trần Phú, Hải Phòng, Việt Nam  

T: +84 225 3836 169 | F: +84 225 3859 130

Email: Yoshito.takei@deepc.vn

Website: www.deepc.vn
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アマタシティ・ハロン工業団地

1
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連絡先:
須 藤 治 / Mr. Osamu Sudo
Head of Marketing and Sales in Vietnam  
sudo@amata.com

Creating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM” +84 (0)93 769 4007



MYANMAR VIETNAM

THAILAND

LAOS

CAMBODIA

アマタ in
CLMVT

アマタ・スマートエコシティ・ラオス
200 km2

ヤンゴン-アマタ・スマートエコシティ
50 km2

アマタシティ・チョンブリ
55.21 km2

アマタシティ・ラヨン
31.70 km2

既存のプロジェクト

準備中のプロジェクト

実施予定のプロジェクト

アマタコーポレーションはタイ国にて500社以上の日系企業が入居する、工業団地開発の
リーディングカンパニーです。ベトナム事業ではホーチミン郊外のドンナイ省にて25年以上
の実績を持っています。アマタグループの投資対象はASEAN北部の5カ国をターゲットとし
ており、現在カンボジアを除く4カ国でプロジェクトを展開中。その中でもベトナムでの拡張案
件が最大で、現在ベトナム南部のみならず、北部クアンニン省への拡張を進め、海外からの
製造業へのあらゆるニーズに対応できる投資環境を整備しております。

アマタシティ・ビエンホア工業団地
ベトナム南部 ドンナイ省 700ha  

1994年設立 170社（うち日系70社）

アマタシティ・ロンタン工業団地
ベトナム南部 ドンナイ省 410ha  

2015年設立（造成中）

アマタシティ・ハロン工業団地
ベトナム北部 クアンニン省 714ha  

2018年設立（造成中）

1
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ベトナムでの事業実績（アマタシティ・

ビエンホア工業団地
ドンナイ省）

商業用地

労働人口 59,000

日本
44%

台湾
13%

ベトナム
6%

韓国
11%

アメリカ
5%

シンガポール
4%

タイ
2%

その他
15%

ント関連
12%

機械部品、

鉄鋼、プラス

チック、ゴム

関連

39%

縫製関連
13%

8%

パッケージ、

印刷関連

7%

食品関連
7%

電気、電

子関連

一般消費財、ヘルス

ケア関連

5%

その他 化学、ペイ
5%

Total
171

Total  
171

1
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アマタシティ・ハ
ロン工業団地

クアンニン省

団地概要

設立年 2018年

立地 ベトナム クアンニン省 クアンイェン市 ソンクワーイ区

出資会社 AMATA VN PCL (タイ証券取引所上場企業)

総面積 714ヘクタール （第1期）

リース用地 485.13ヘクタール

貸し工場 開発予定（テーラーメイド物件も応相談）

対象業種
一般製造業全般（染色、メッキ専門工場、一部の環境に
負荷の大きい業種を除く）

1
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土地リース

リース期間 2065年まで

区画面積 応相談

基本インフラ （用地造成）

道路

強化コンクリートでの舗装
主要道路： 4車線、幅103メートル（12車線まで拡張可能）
サブ道路1： 2車線、幅34から64メートル（6車線まで拡張可能）

区画の高さ 海抜2.1メートル

洪水対策 海抜3.2メートルの土塀を団地境界に設置

基本インフラ （ユーティリティ）

管理費 1USD/㎡/年

供給水
供給可能容量： 27,000㎥/日
水道料金： 0.5USD/㎥

工業排水

廃水処理能力容量： 24,000㎥/日
廃水料金： 0.35USD/㎥ ＊実際の排水量に関わらず、供給水の80％

を排水量としてみなし計算する。

電気

63MVAの変電設備を3基導入、189MVA
基本料金： 2USD/KVA/月
使用料金： EVN（ベトナム電力公社）の料金に準ずる

＊サービス費用は変更になる可能性があります。



ノイバイ
国際空港

カットビ
国際空港

首都
ハノイ

ラックフェン深海港

アマタシティ・ハロン

ハイフォン市

ハノイ - ハイフォン

高速道路

ハロン市

ハイフォン- ハロン高速道路

バンドン
国際空港

モンカイ市

アマタシティ・ハロン立地条件

ハノイ市街

ラックフェン
深海港

130km

35km

ハロン市街

ノイバイ国際空港

15km

160km

ハイフォン市街

カットビ国際空港

25km

25km

中国国境

バンドン国際空港

160km

60km

新たな物流のハブであるラックフェン深海港へのアクセスにより、輸出入に
おける国内物流費の削減が見込める。

中国国境へのアクセスが整備されていることにより、中国からの生産移管
に対して、最適な立地条件。

経済特区として申請中、社会インフラへのアクセスが整った立地にも関わら
ず、ベトナム国内で最大限の税恩典を享受できる立地。

なぜハノイ周辺ではなく沿岸部なのか？

主要な都市であるハロン市とハイフォン市の間に立地、管理職からワーカーまでの
労働力が確保可能な立地。最低賃金第3地域に該当。

1
8

アマタシティ・ハロンの優位性



クアン
ニン省

省
経済成長率

2018年
(GRDP)

1 ハイフォン市 16.27

2 クアンニン省 11.10

3 バクニン省 10.60

4 ビンズン省 9.01

5 ホーチミン市 8.30

Source: announcements of each province

Source: http://eng.pcivietnam.org
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PROVINCIAL  
COMPETITIVENESS INDEX

37

2015 2016 2017 2018 2019

HAI DUONG HA NAM
VINH PHUC HAI PHONG
HA NOI BAC NINH
QUANG NINH

なぜクアンニン省なのか？
 現在最も開発、経済成長が目覚ましく、開発用地が豊富にあることから第2世代の投資先として注目されている。
 毎年省ごとの競争力の指標とされるPCI指数で3年連続の1位を獲得、投資家へのサポート体制が最も整った省である。
 新たな工業用地の開発が進行中、安価な労働力、工業用地が供給できる立地である。

1
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クワンイェン経済特区内のア
マタプロジェクト

Road 10

R 338

R 331
工業団地プロジェクト 第1期 714ha

AMATA  
(5,789ha)

Amata Road

Road 18

バクダン橋

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 5

設置済み高速出入口IC

都市開発プロジェクト 1,720ha

建設予定のインターチェンジ

現在、714ヘクタールの工業団地を第1期のプロジェ
クトとして開発中、同時にスマートシティプロジェクト
を高速道路に面した区画に事業申請を行っている。
長期的な視野を持った事業開発をし、入居する製造
業への最大限のサポート体制を構築する。設置予定の高速出入口IC

2
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アマタシティ・ハロン工業団地 -
第1期 - 714ha

最大限の
税恩典

25年にわたる

ベトナムでの
経験

輸出入に
最適な

立地条件

123ha

内陸のため
強固な地盤

外資による
国際規格の
工業団地

人件費の削減 / 最低賃金

第1地域 4,420,000 VND/月 ($190)

第2地域 3,920,000 VND/月 ($169)

第3地域 3,430.000 VND/月 ($148)

第4地域 3,070,000 VND/月 ($132)

* 2020年8月現在

* 123ヘクタールを造成中、2020年7月の時点で既に工場建設可能。

仮事務所

2
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税恩典

恩典
都市部 工業団地内 経済特区

アマタシティ・ビエンホア アマタシティ・ロンタン アマタシティ・ハロン

法人所得税
(現行の税率 20%)

恩典なし

4年半減

2年免税
4年免税

9年半減

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2年免 税
4年半 減

税率0% 税率0% 税率10% 利益なし期間

免税期間 半減期間

税率20% (現行の税率)
一般税率に戻る

始め の15年
間

、税率1 0％で計

4年免

算

税

9年減 税

税率0%
利益なし期間

税率0% 税率5%
免税期間 半減期間

10%
半減

税率20% (現行の税率)
一般税率に戻る

2
2

始めの15年間税率10％で計算

一般的な
工業団地

経済特区



- クアンニン省についての概要

- ドンマイ（Dong Mai）工業団地のご紹介

クアンニン省
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クアンニン省のご紹介

面積：6,102.4 km2

人口： 1,266,500 人
生産年齢人口： 691,900 人

2018年のGRDP：63億米ドル

クアンニン省では大学4校、短期大学8校、専門 学
校2校がある。

発展した陸路の交通インフラ：ハイズオンまた バク
ニンとハノイまでつながる国道18号線、ノ イバイ～
モンカイ高速道路、国道10号線、国道 4B号線

クアンニン省は、水路の 交通が非常に発展し て
いる。そのうち、カイラン（Cai Lan）港は、 ベトナム
北部における最も大きな規模のある港 である。

ヴァンドン（Van Don）国際空港には年間、利 用
者の200万人及び取扱荷物の1万トンに対応で き
るという。

地方の競争力指数（PCI）: 1/63

ハノイ～ハロン鉄道線（カイラン港まで）は、 近代

的に改造されている。乗客列車は最大速度 が

120km/ 時間、荷物を運ぶ列車は最大速度が

80km/時間であることになる。 24



ドンマイ工業団地
のご紹介
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ドンマイ工業団地の位置

ドンマイ工業団地からの距離：

• ハノイ市: 107km –1時間半

• ノイバイ国際空港：130km –1時50分

• ハイフォン港： 27km –15分

• カイラン港： 26km –15分

• ヴァンドン空港：75km –1時

• モンカイ国境ゲート: 250km –4時間

工業団地はハノイからクアンニン省までつながる国道18号に面する。当工業団地から12km離 れて

いる交差点を通してハイフォン～ハロン高速道路にアクセスでき、ハノイ又はハイフォン 港までの距離

を短縮する。
26



ドンマイ工業団地のマスタープラン

• 規模: 168 ha

• 入居企業総数: 19 社

• プロジェクト期間: 2008年 ~ 2058年

• インフラレンタル料の単価:敷地の位置と面積により決

められる。

• 土地レンタル料:クアンニン省人民委員会の規定による

土地レンタル料表を適用される。毎年支払う。

• 管理費: 0.7 米ドル/m2/年 (VAT抜き)

ドンマイ工業団地の投資家：

27



ドンマイ工業団地における投資誘致の分野

13

3

1 1

ドンマイ工業団地の入居企業

中国 台湾 日本 韓国

ドンマイ工業団地は、ハイテクで環境にやさしい産業を誘致 する

ことを優先した事業総合的な工業団地である。

今まで、ドンマイ工業団地は日本及び台湾、韓国、中国から の

ヤザキ、Foxconn、TCLなどの有名企業を含む18の企業を 誘

致できた。

現在、工業団地の主な産業は、電子、テレビの製造、サー バ

ーとテレビの部品製造、自動車のコンポーネント製造、医 療機器

の製造、ポータブルツールの製造など。

投資誘致の分野

ハイテクを適用する産業

裾野産業

建設資材製造業

電子部品製造業

自動車組み立て、自動車部品製造

食品加工

28



ドンマイ工業団地の全景
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ドンマイ工業団地のインフラ

ChoRoc 110/22kVの変電所

能力: 40 MVA

09 km

ンマイ工業団地の110/22kVの変電所

• 第1フェーズの能力: 25 MVA

• 第2フェーズの能力: 2 x 25 MVA

排水処理所
4,800m3/日

浄水場
6,500m3/日

第２電気ソース

第1電気ソース

30



社会インフラとサービス各種

住宅団地
9.1 ha

9.1Haほどワーカー向けの住宅団地は工業団地の近隣にあ
る。 31



税金に関する優遇政策

1．企業の法人所得税（CIT）：

- 法人所得税の税率は20%。

- 最初2年間が免税され、それに続く4年間が50％減税される。

2．機械設備輸入税：

- 固定資産になる機械類は輸入税が免除される。

- 輸出品生産のための原材料・部品に関しては輸入税が免除される。

3. 海外へ利益送金に関する税金：

税金は免除される。

4. 付加価値税（VAT）：

外国に輸出する契約が成立した場合、その製品の生産・加工のための原材料に 対

して付加価値税が免除される。
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幹線道路に面し、郵送に便利。

インフラが整備されているため、工場建設にすぐに着手できる。

インフラや必要な公共施設が整った。

外国人と従業員向けのレンタル住宅がある。

ヴィグラセラは職業訓練学校があり、訓練を受けたワーカーを提供できる。

ワーカー採用を無料で支援する。

投資手続きに対して無料でサポートする。

ヴィグラセラは、工業団地開発事業において20年間の実績を持っている。

ヴィグラセラが

開発している

各工業団地の

メリット
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ご清聴

ありがとうございます。

ヴィグラセラ不動産会社
住所：ハノイ市、Nam Tu Liem区、Thang Long大通り1番地、

Viglacera Tower、2階

電話：(+84) 24 3553 6688 | ホットライン：(+84) 88825 2288

ファクス：(+84) 24 3553 7666

メール：vir@viglaceraland.vn

サイト：www.viglaceraip .com
34



WHA インダストリアルゾーン 1— ゲアン省

As of 11 August, 2020



 WHA インダストリアルゾーン 1— ゲアン工業団地の概要
 社会経済概況

 長所と機会
 地域へのサプライチェーン
 投資利益

* 付記(ある場合)
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WHA インダストリアルゾーン 1— ゲアン概要

Noi Bai 
Airport

Hai Phong Port

Quang Ninh Port

Hanoi

Hai Phong

Nghi Son Port

Cua Lo port
Nghe An Int’l port
DKC port 

Vung Ang Port
Vinh Int’l Airport

Nghe An

WHA インダストリアルゾーン 1— ゲアン
(WHAIZ 1 - Nghe An)

戦略的なロケーションであるベトナム北中部に開発され、豊富

な労働力やアクセス多様な輸送ネットワークを持つ新興製造拠

点です。

開発面積: 498 ha (第一期) 

(3,200 ha拡張可能)

ロケーション:NgheAn省、Nghi Loc 地区, 国道１A号線と７C

号線に隣接

Estimated Time 
And Distance to 
the Major 
Destinations 

Noi Bai 
Int’l Airport

Cua Lo 
Port

Hai 
Phong 

Port

Ho Chi Minh 
city

Hanoi 
City

1,198 km

22 hrs

355 km

6 hrs

288 km

5 hrs

315 km

5.5 hrs

14.6 km

20 mins

WHA IZ 1 - Nghe An 1A 
National HW

200m

5 mins

Vinh
Int’l Airport

18 km

25 mins

Da Nang 
City

487km

9 hrs



Overview of WHA Industrial Zone 1 – Nghe An (Initial Phase 498 ha) 

国際標準のユーティリティとインフラストラクチャを揃えてたスマートエコ工業団地

3,200 hectares

総開発予定面積

143.5 hectares

フェーズ1 ・マイルストーン 1 : 

現在整備完了、販売中

リース期間: 2067年2月まで

354.5 hectares 

フェーズ 1 -マイルストーン 2 & 3 

造成中



主要指標-国家レベル（更新）

• GDP: USD 2,665億 (7.02% 成⾧率)
• GDP per capita: USD ____ (___%)
• 輸出: USD 264.19 billion (成⾧率 8.4%)
• 輸入: USD 253.07 billion (成⾧率 6.8%)
• 人口: 96,484,000 people
• 労働効率: 4,422 USD
• GCI ランキング:67
• FDI投資金額: USD 3400億 (韓国, USD677億)
• 登録されたFDI社数:30,827
• 平均登録資本金額:
• 平均賃金:
• 事業開始までに要した日数: ___ 日

社会経済概況

主要指標-各地方レベル（更新）

 GRDP: USD 3.54 billion
 GRDP / capita: USD 1,060
 輸出: USD 795 million
 輸入: USD 730 million
 人口: 3,340,000
 労働公立 (if applicable):
 地方競争力指数 (PCI): 18th

 FDI投資金額: USD _____ (韓国, USD___)
 登録されたFDI社数: 58
• 平均登録資本金額:
• 平均賃金:
• 事業開始までに要した日数: ___ 日



社会経済の概要



所長と機会

1. 交通システム- (工業団地)
 車軸/車線/ 2 , 4 lanes ... （現状）
 鉄道ビン駅（現状）
 空港ビン国際空港（現状）
 港, 泊地、係留施設: Cua Lo Port （現状）

2. 人的資源 -（地方）
 地方人口: 334 万人
 労働年齢人口: 190万人
 労働力: 57%
 大学・短期大学の数: 7 / 9
 専門学校の数: 19
 実習生数: 30,000人／年

3. 給与（平均）-（地方）
 最低賃金: VND 3,430,000 ／月（約 USD 145）

4. ユーティリティ - (工業団地)
 標準給水: 30 m3／ha／日
 契約供給能力: 3,000 m3／日（拡張可能）
 蓄電-標準供給能力: 250 KVA ／ha
 排水処理能力: 3,200 m3／日(9,600 m3／日まで拡張可能)

5. (工業団地) 二国間および団体の自由貿易協定を促進す
るための輸出用のゾーニングまたはその他の特別な利益
の場合は、具体的に説明する
Dong Nam Economic Zone

6. 地域で人気の天然資源、上流製品、主要産業などを提
供する。.
林業: 5200万m3 
漁業: 82Km 海岸線
鉱山: 113 ヶ所 (石灰岩) 

7. （省および工業団地）地元のサプライチェーンを締結、
JVCパートナーまたはM＆A投資家を探す企業のリストを
提供する。
-

8. その他、関連する資源とインフラなどを説明する。
-



業種/サブグループ/製品

地域サプライチェーン

<現在>円グラフの図
• オートメーション
• 電子機器
• 金属鋼
• 建材
• 繊維
• 農水産物
• 加工食品
• 消費財

<予想> 工業団地が希望する投資領域又は投資分
野を説明する。

• オートメーション・電子機器：部品や消耗品
の製造または組み立て、塗装、成形等

• -食品加工：穀物、シリーズ、肉、家禽などの
加工の最初、中間、または最終段階の加工。



Investment benefits
 Corporate Income Tax (CIT)

General Case Tax Incentive Rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Normal Tax Regime 20%

Case 1
Make a Profit from the 
first year of generating 
Revenue

0% 5% 10% 20%

Case 2
Generating revenue but 
not making profit from 
the establishment

0 0% 5% 10% 20%

 The preferential tax rate of 10% for first 15 years
 Tax exemption for 4 years, then followed by 50% reduction of payable tax amounts for 9 subsequent years
Remarks : A tax holiday and tax reduction shall start from the first profit-making year or the fourth revenue-generation year whichever comes first.

 Import Tax

Exemption Machine and Equipment and Raw Material 
(5 years)

Remark: for materials and components that cannot be produced domestically

4 years tax exempted 9 years of 50% tax reduction 2 years Normal Rate

3 years with no 
Profit (max) 4 years tax exempted 9 years 50% tax reduction Normal Rate



ようこそ
AN PHATハイテック工業団地
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1. An Phat Complex工業団地: Hai Duong省工業団地管理委員会
位置:
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総面積:

空く土地の面積:

空く貿易サービス用土地面積:

土地使用費:

46 ha

15 ha 

3.8 ha

0%

工業用土地レンタル費: 85-90 USD/m2
倉庫レンタル費: 220 USD/m2
期間: 2057年12月1日 (37 年)
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An Phat Complex工業団地に入る企業リスト

5

2

国別企業数

Việt Nam Hongkong

企業リスト:
1. FDI企業
- LEO Viet Nam 紙品有限会社( Hongkong)
- Welco Viet Nam技術有限会社 (Hongkong)
2. 国内企業
- An Trung Industries有限会社
- An Cuongハイテック建材有限会社
- An Vinh包装有限会社
- Viet Nam模型有限会社

48
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HAI DUONG省優遇職業
- 電子
- 補充工業
- 機器
- 消費財製造業
- その他の軽工業

工業団地内優遇職業
-薄膜パッケージ、工業用パッケージ、ハイテク建築材料の製造
-プラスチック製品、アクセサリー、家電製品の製造
-電子部品
-鋳型、機器
-自動車およびオートバイのプラスチック部品および付属品
-新素材、ハイテクの生産業
-ファッション系の高級衣服、革靴、織り（染色と日焼けの段階は含まれ
ません）
-木材と高質木材家具の加工
-紙、カートンからの製品を生産
-建材の製造
-機器、鋼構造物の加工
-自転車、オートバイ、車などの専用輸送手段の組み立て
-食品加工
工業団地内制限職業
-基本的な化学生産産業（産業廃水を生成する）
-鉄スクラップから鋼を精製し、不連続炉を使用する
-その他HAIDUONG省への投資誘引制限又は誘引しない職業
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連絡窓口
HAI DUONG省工業団地管理委員会
住所: 2 Thanh Niên, P. Bình Hàn, Thành phố Hải 
Dương, Hải Dương
電話番号: 0220 3849 457

AN PHAT (AN PHAT COMPLEX)ハイテック工業
団地有限会社
本社: KM47, QL5, Phường Việt Hòa, TP. Hải 
Dương
Google Map
www.anphatholdings.com –
www.anphatcomplex.com
投資促進部の電話番号: +84 902 046 969
Email: info@anphatcomplex.com



主要指標-国家レベル（更新）

GDP：2,452億USD
GDP /一人当たり：2,566.60 USD
PPP：7,510USD
輸出：2,625億USD（51.3％）
輸入：2,485億USD（48.7％）
人口：9100万人
労働生産力：102.2百万VND /人
GCI評価： FDI：38億USD（韓国：
7.92USD）

2. Tổng quan kinh tế - xã hội

-主要指標-省レベル（更新）
- GRDP：60億5000万USD
-GRDP /人：3,234 USD
-人口： 1,892,000人
-労働生産力（該当する場合）：地方競
争力指数（PCI）ランキング：47 
-FDI投資額：3億4,000万USD （韓国、
USD ___）、HAI DUONG省には412個
の外国投資プロジェクトがあり、総資
本額は7億9,870万USDです。
-平均給与：250～300 USD
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1. 交通システム- (工業団地)
-国道/線：国道線5A, 5B
鉄路: HAI DUONG駅

-空港：ノイバイ空港まで70 km
-港, 泊地、係留施設: HAI DUONG港まで100m
2.労働人材- (地方)
省の人口: 1,892,254
-労働年齢人口: 
-労働力: 60%
-大学数/短期大学数(Art/Eng.) : 5
-専門学校、訓練センター数: 10

3.所長と機会– 地方 / 工業団地,該当するデータ

防火システム
5atの連続圧力ポンプを備えた6,000 m3の地下タンクがあり
、工場の外に消火用水システムもあります。

電気供給システム
各工場に電力を供給する22KV電気キャビネットシステム設
置
容量：無制限
設計：回路
消費電流：150万KW

廃水処理システム
容量：1,720 m3 /日
現在の消費量：300 m3 /日

給水システム
150および300 mmパイプは、各工場まで接続する準備がで
きています。
容量：5,000 m3 /昼と夜
設計：回路
消費電流：9,000 m 3 /月

工業団地内のインフラ設置
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職業/グルーブ別/製品

地域へのサプライチェーン-例

現在、HAI DUONG
省が Ford, Brothers,
Sumitomo,
Huyndai, ...などの
多くの大手企業と、
多様化したサプラ
イチェーンが集中
しています。
HAI DUONG 省が
Samsung グループ
と補助工業につい
てMOUを締結しま
した。

投資を求める分野：
-薄膜パッケージ、工業用パッケージ、ハイテク建築材料の製造
-プラスチック製品、アクセサリー、家電製品の製造
- -電子部品
-鋳型、機器
-自動車およびオートバイのプラスチック部品および付属品
-新素材、ハイテクの生産業
- ファッション系の高級衣服、革靴、織り（染色と日焼けの段階は含まれま
せん）
-木材と高質木材家具の加工
-紙、カートンからの製品を生産
-建材の製造
-機器、鋼構造物の加工
-自転車、オートバイ、車などの専用輸送手段の組み立て
-食品加工
工業団地内制限職業
-基本的な化学生産産業（産業廃水を生成する）
-鉄スクラップから鋼を精製し、不連続炉を使用する
-その他HAIDUONG省への投資誘引制限又は誘引しない職業
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投資利益

土地使用料：無料( An Phát Complex は支払い済み)

サポートサービス:
-事業登録および防火評価手続き無料サポート
-投資登録証明書の申請、印鑑および税コードの申請におけるサポート...
-環境影響評価レポート作成、建設許可、地図の抜粋の申請のサポート、電気接続、
水道設置、電話、インターネットの通信設置サポート

-人材採用サポート
-専門家と労働者用の食事、住宅の提供をサポート
-貨物輸送サービスの提供、輸出入手続きのサポート
-銀行から投資誘致へのコンサルティングサポート：Vietinbank、BIDD、VPBank、...
-自動販売機の設置と供給
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THANK YOU!
THANK YOU 

安心で投資-永遠に発展
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Bao Minh工業団地
Nam Dinh – Thai Binh



 Bao Minh工業団地の概要
 社会経済概況

 長所と機会
 地域へのサプライチェーン
 結論
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BAO MINH工業団地の概要

投資会社: BAO MINH工業団地インフラ投資株式会社
事業内容：建設投資、工業団地・産業界および都市のインフラ経営。

BAOMINH会社のプロジェクト

01

02

03

BAO MINH工業団地 (NAM DINH省)
ステージ１ : 165 HA

BAO MINH工業団地拡大 (NAM DINH省)
ステージ 2:  50 HA

HAI LONG工業・サービス・都市団地(THAI BINH)
面積: 400 HA



投資された工業団地の位置



1. BAO MINH I 工業団地: 165 HA ( Nam Dinh省)
165Haの面積があるBAO MINH Iの工業団地は、日本や香港からの各大手企業に全面的を賃貸し
てあげました。

 平均賃貸:
55 – 65 USD/M2/50 年

60

2. BAO MINH I工業団地の拡大: 50 HA ( Nam Dinh省)
50 ha拡大総面積の中、工業用の土地は約30Haを占めています.

 魅力的な業界：
電子-ハイテック
機械製造
食品-医薬品の加工

 プロジェクトの進歩
着工: 2020年の第4四半期
引渡: 2021年の第一四半期

拡大面積: 50Ha

現在の面積：
165,5Ha

工業用の土地

サービス用の土地

木を植える土地



HAILONGサービス・都市・工業団地(Thai Binh省)

61

 約 400 Haの総面積の中:
工業用の土地：318,71 Ha  
サービス・都市用の土地：71,7  Ha

 魅力的な業界:  
 電子・ハイテック
 機器製造
 繊維・縫製
 革靴
 食品・医薬品の加工
 物流- Logistics

 進歩（見込）:
着工: 2020年の第4四半期
引渡: 2021年の第一四半期

 平均賃貸:
55 – 65 USD/M2/50 年



Nam Dinh省
- 総面積: 1.669 km2
- 総人口：2,150,393人
- 労働年齢の人口：1,397,755人
- 地域の基本給：3,920,000 VND /月
- 平均給与：約6,000,000 VND /月
- GRDP：96兆4,290億VND（相当41億8800万
ドル）

- 一人当たりの平均GRDP：5,200万VND（相
当2,358 ドル）

- GRDPの成⾧率：8.10％
- 地方競争力指数（PCI）ランキング：33 
- 2019年の商品輸出総額：2005億ドル以上

社会経済概況

Thai Binh省
- 総面積: 1.542 km2
- 総人口：1,942,098人
- 労働年齢の人口：1,262,363人
- 地域の基本給：3,920,000 VND /月
- 平均給与：約6,000,000 VND /月
- GRDP：68兆1,420億VND（相当29億9500万
ドル）

- 一人あたりの平均GRDP：3800万VND（相当
1,650ドル）

- GRDPの成⾧率：10.53％
- 地方競争力指数（PCI）ランキング：28 
- 2019年の商品輸出総額：19億8200万ドル以
上



BAO MINH I 工業団地 (NAM DINH省)

1. 交通システム
HAI PHONG-THAI BINH-NAM DINH-NINH BINH-
THANH HOA各省を結ぶ国道10号線と南北鉄道線の
沿いにあります。ノイバイ空港までの距離は127Km
です
2. インフラ
浄水システム：40,000 m3 /日。
廃水処理システム： 30,000 m 3 /日。
工業団地内には、専門家向け住宅、労働者向け住
宅、サービスエリア、スポーツエリアなど、幅広い
サービスを提供しています。
3. 土地をレンタルした企業名
日本のスミ配線会社, Sunriseグループ, 香港の
Chentai会社, Ramatex会社, Kamhinh会社, Yulun会社, 
Junchen会社.

長所と機会

HAI LONG サービス・都市・工業団地 (BAO 
MINH II – THAI BINH省)

1. 交通システム
QUANG NINH– HAI PHONG– THAI BINH –
NAM DINH – NINH BINH– THANH HOA各省を
結ぶ海岸の道路沿いにあります.工業団地からハ
イフォン港までの距離はわずか40Kmです。
2.インフラ
HAI LONG サービス・都市・工業団地は、工場、
住宅、商業サービス、娯楽など、さまざまな設
備が400Ha内に整っている場所です。
3. 投資優遇
投資する企業には、以下の通りに法人所得税の
優遇措置を享受いたします。
- 15年間税率10％。
- 4年間完全免税、次の9年間の税額の50％を免
税



地域へのサプライチェーン

電子
20%

繊維
60%

木材加工
20%

現在の職業の割合

電子
50%

機器
20%

食品・医薬品
10%

繊維
20%

投資必要な職業



サポートサービス
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企業、税コードの登録
支店登録
投資証明登録
土地利用権証明の手続き
建設許可
環境影響評価
防火鑑定
加工企業に必要な機械、材料の輸出入、税関申告の手続き
外国人労働者登録



工業団地への投資プロセス
土地の位置を

選択

原則契約を
結び

正規的に土地賃貸契
約を結び

土地を引き渡し

土地利用権用紙の引
き渡し

省人民委員会の投資方針
を申請する

投資証明書を申請する

事業登録を申請する

設計および建設会社を選
択する

建築許可を申請する

工場を建設する

開始

7日後

66

15日後

5日後

30日後

15日後

90-120日後

先払い： 30%

支払い：60%

残払い：10%



結論

CHỦ ĐẦU TƯ

Bao Minh 会社は、工業団地への投資お
よび運営において、信頼できる会社の
一つです。政府と顧客から高評をいた
だきました。

地理的な位置
両方の工業団地は、
国際港や空港への交
通が便利です。そし
て、有名な観光およ
び娯楽エリアにも近
いです。

労働–熟練作業者
Nam Dinh省とThai 
Binh省は勤勉な労働
力がある所です。そ
して、豊富な経験を
持つ高い熟練作業者
がいる所です。

工業団地の計画
BAO MINH会社が投
資したすべての工業
団地の計画は同期さ
れています。工業団
地内には、顧客の要
件を満たすために密
閉されるサービスを
つけています。
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Thanks for Watching

相談窓口: Nguyen Sy Thang

Email: Thangns@baominhip.com

website www.baominhip.com
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HAM KIEM 1工業団地



 Ham Kiem1工業団地の概要

 交通システム–労働力

 サプライチェーン

 長所と機会

 投資利益
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Ham Kiem1工業団地の概要

Ham Kiem 1工業団地の概要

- 投資会社: Binh Thuan Hoang Quanコンサルティングー貿易ーサービスー不動産株式会社

- 場所：Binh Thuan省Ham Thuan Nam県Ham Kiem村とHam My村

- 総面積：146Ha

- 賃貸用地：90ha

+工場賃貸用地：79.4ha 

+賃貸工場建設用地：10.6ha 

-労働者用住宅建設地：13.5ha

-賃貸済面積：41.4haー総面積の52％を占める



-レンタル商品：

+工場建設用の土地

+倉庫-工場の建設済みまたはお客様の要件に応じる。

-レンタル期間：37年（2020年から2057年まで）

-レンタル価格：二つのオプション

+賃貸用土地：40 USD / m2 （VATを除く）

+倉庫-工場の建設済み：2～2.5USD/ m 2 /月（VATを除く）

-最小建設密度：65％、高さ：１階から5階まで。

Ham Kiem1工業団地の概要(続く)



交通システム
陸路:

-国道1A号線沿いにあり、Binh Thuan省の北部と南部の各省を繋いでいます。

- Dau Giay - Phan Thiet高速道路からわずか4 kmを離れています。（進行中）

- Ba Ria- Vung Tau国道55号線, Lam Dong- Tay Nguyen国道28号線を繋ぎます。

海路:

- Vinh Tan港まで100 km

- Cai Mep港まで120km

空路:

- Phan Thiet空港まで30km （進行中）

鉄路:

- Binh Thuan駅まで4km



労働力

地元の労働力: 

人口：1,230,808人（2019年4月1日現在）
労働年齢の人口：757,890人
省内に大学１校、短期大学3校、専門学校1校、専門訓練センター10校があります。毎
年、卒業生は約1万２千人～1万５千人がいます。

人件費:

給与（参考）

+一般労働者：400～500万ドン/月

+オフィス社員：500～650万ドン/月

+中レベルの管理者：550～750万ドン/月

+エンジニアと技術者：650～800万ドン/月



Ham Kiem 1工業団地にある職業

サプライチェーン

-食品・果物の加工業 -衣料および履物加工業
–肥料、化学の加工業 -家畜、家禽、水産物用餌加工業
-建設資材、内装の製造業
-工、農、漁業の生産および自動車、バイク、輸送手段の生産ためのスペア工具、機器、機械
の製造
-電気アセンブリ、冷凍、包装機器



長所と機会

Ham Kiem 1工業団地のメリット

- 場所: 各省を結ぶ04つの国道線

- インフラ:同期、国際標準に従って完成

+  メイン道路45m,内部道路24-35m

+電力システム: 110/22KV,容量2*65 MVA

+給水システム: Phan Thiet給水工場とBa Rau給水工場があります。

+防火システム:各消火水柱は150m,  150mmを離れています。

+ 排水システム：雨水は鉄筋コンクリートの円形下水道システムを通して排水されます

- 土地: 直接引き渡せる

- 政府の優遇

- 豊富な労働力

- 地元の豊富な資源



投資利益

価格優遇政策

-賃貸面積に応じて優待価格政策があり

-柔軟な支払い条件

税金優遇政策

- 法人税: 

Ham Kiem I 工業団地は経済的および社会的に困難な地域に所属しているため、法人所得税の

優遇政策を享受しています。次のように、2008年6月3日付の企業所得税に関する法律No. 

14/2008 / QH12によると

インセンティブを享受する時期は10年、税率は 17％/年の中

+最初の02年間で100％免税

+次の04年間は50％免税（8.5％/年）。



次の内容で企業をサポートします:

+ 投資証明書を申請する

+ 事業登録証明書を申請する

+ 管理者登録

+ 印鑑登録、税コード登録…

+ 事業登録証明書を発行する時間：03日

+ 投資証明書を発行する時間：07日

上記は、無料でコンサルティングおよびサポートされます。

+ Hoang Quan GROUPの設計–コンサルティング会社を選択する場合、設計–コンサルティング

料金の50％を割引します。

投資利益 (続く)



ハノイ南部裾野産業工業団地
HANSSIP



 HANSSIP 工業団地概要
 社会経済概況

 長所と機会
 地域へのサプライチェーン
 投資利益

* 付記(ある場合)
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HANSSIP 工業団地概要 (情報概略)
(概略) 工業団地と工業団地管理委員会の紹介
-南ハノイ支援工業団地（HANSSIP）は、N＆GグループのメンバーであるN＆G投
資開発合資会社が投資したベトナム首相の決定により設立されました。

HANSSIP工業団地の開発目的は、ベトナム政府が開発を奨励するハイテク向けの工
業製品や裾野産業を製造するための投資プロジェクトやその他の投資プロジェクト
を誘致することです。

現在（各）工業団地の投資項目： 投資家なし

-未来（各）工業団地の投資項目：エレクトロニクス、機械製造、スタンピング、
成形、ハイテク製品。

- 連絡窓口(例え:各地方の投資促進部)：ハノイ工業および輸出加工区当局

- 各工業団地の連絡窓口： HANSSIP工業団地の営業部門
-ホットライン+84985122233 E：sales@nggroup.vn



主要指標-国家レベル（更新）

- GDP : USD______ (__%)
- GDP/人: USD____(___%)
- PPP : USD____

- 輸出:____(__%)
- 輸入:____(__%)
- 人口:  ‘000
- 労働効率: USD
-GCIランキング : 
- FDI 投資金額: USD_____(韓国、USD___)

-登録されたFDI社数: 
-平均登録資本金額: 
-平均賃金 :  USD

-事業開始までに要した日数：___日

社会経済概況

主要指標-各地方レベル（更新）

- GRDP : USD______ (__%)
- GRDP/人: USD____(___%)
- RPPP : USD____

-輸出:____(__%)
- 輸入:____(__%)
- 人口:  ‘000
- 労働効率 (適用する場合) :
-地方競争力指数(PCI): 
- FDI 投資金額: USD_____(韓国、USD___)

-登録されたFDI社数: 
-平均登録資本金額: 
-平均賃金 :  USD

-事業開始までに要した日数：___日



1. 交通システム- (工業団地) 
-車軸/車線 30m(現在:      ), (計画:          )
-鉄線 2km(現在:      ), (計画:          )

空港 60km(現在:      ), (計画:          )
港,泊地、係留施設、15min(現在:      ), (計画:          )

2. 労働人材- (地方)
地方人口: ___________ 
-労働年齢人口: __________
-労働者: ______(FDI_____)
-大学数/短期大学数(Art/Eng.) : _____/______ 
-専門学校数: 
-実習生数: _____ (____/year)

3. 給料(平均) - (地方)
- 未経験, 経験あり, エンジニア, 管理人, …
- 卒業済

所長と機会–地方 / 工業団地,該当するデータの方が良い
4. サービス- (工業団地)
貯水量/水比率: 現在: 6500m3/__, 計画: 25.000m3/__                
-貯電量/電比率:現在: 110KV/__, 計画: __/__ 
-排水能力/排水量 :現在: 6500m3/__, 計画: __/__ 
__/__                

5. (工業団地)二国間および団体の自由貿易協定を
促進するための輸出用のゾーニングまたは
その他の特別な利益の場合は、具体的に説
明する。

6.地域で人気の天然資源、上流製品、主要産業
などを提供する。
7. （省および工業団地）地元のサプライチェー
ンを締結、JVCパートナーまたはM＆A投資家を
探す企業のリストを提供する。

8.その他、関連する資源とインフラなどを説明
する。



業種/サブグループ/製品

地域サプライチェーン-例

新しく設立された工業団地。投資家なし <予想> 工業団地が希望する投資領域又は投資分
野を説明する。

-次の職業に対する優遇：
-縫製
-自動車用アクセサリーの製造
-電気部品（回路基板,チップ、抵抗器,電線,.）
-スタンピング、鋳造、熱間圧延、寒冷
-ハイテク製品(カメラ、センサー、精密部品
-革靴製造
-その他のハイテクプロジェクト



投資利益

法人所得税インセンティブ
•     4年間100％の免除
•    次の9年間5％で申請する
•    個人所得税は通常の税率から50％減額されます

プロジェクトに役立つ固定資産に対する輸入税免税：
• 設備、生産ライン, 機械
• 輸送手段、シャトルバス
• 機械および装置に使用される部品および付属品
• 上記の設備の生産のための原材料
• 国内で生産できない建材
• 輸出製品の原材

ベトナム商工省貿易振興庁（VIETRADE）



第三 タンロン工業団地

詳しく以下のURLをごらんください
https://tlip3.com/



HOA LACハイテクパーク



 ホアラックハイテクパーク概要
 長所と機会
 投資誘致希望な分野
 投資優遇
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ホアラックハイテクパーク概要

- ホアラックハイテクパークは、ベトナムで最大の規模と面積を
持つ最初の国立ハイテクパークです。 日本のつくば地区のモデ
ルを参考に、スマート科学技術都市のモデルに沿って計画され
ています。 ここはベトナム科学技術省によって直接管理されて
おり、ハイテク投資を誘致する大きな可能性を秘めています。

- ホアラックハイテクパーク管理委員会は科学技術省の下にあり、
ホアラックハイテクパークを直接管理しています。

- 土地とインフラのレンタルの予想コスト：70-90 USD / m2 / 50年
（支払が１回）

- 全エリアの空地割合：約60％



 教育訓練エリア：123.5 ha

 研究開発エリア：263ha

 ハイテク工業団地：391 ha

 ソフトウェアエリア：56ha

 混合地域：80 ha

 センターエリア：43ha

 住宅地：75.5 ha

 エンターテインメントとスポーツエリア：33ha

総合計画

総面積: 1586 ha

2030: 229.000 人

ハノイ国
家大学



Sơ lược về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
-現在の国別投資リスト：右の図

-ホアラックハイテクパーク投資誘致予想名目：ハイテ
ク製造、ハイテク研究開発、教育およびトレーニン
グ、住宅、病院、商業センターなどの社会サービス貿
易、レストラン、娯楽、スポーツ等
-連絡窓口: 

• Mr. Nguyễn Trọng Hiếu, 
Phó Giám đốc, Ban Hợp tác và Đầu tư
Tel: (+84-24) 6326 9295; 
Mob.: +84 912 682 766
Email: hieunt@hhtp.gov.vn; hieuhhtp@gmail.com

86%

6%

4%
3% 1%

Việt Nam Nhật Bản

Hàn Quốc Đài Loan

Italia



投資代表企業リスト



便利な位置
ホアラックハイテクパークはハノイ市の中心部に非常に近い（移動30分）
具体的には：
• タンロンア大通り（6車線の高速道路）でハノイ市内中心部と接続。
• ノイバイ国際空港：所要時間約1時間。将来、ハノイ市はホアラック地域の既存の空
港をアップグレードすることに基づいて、追加の国際空港に投資することが期待さ
れています。

• 海港について：ハイフォンとカイランの国際港に接続する交通道路は、所要時間約2
時間から3時間しかかからなく、非常に便利です。

• ベトナム北部の主要工業団地までの距離：ホアラックの位置からは、半径約100 km以
内に主要な工業団地と接続でき、比較的に近く、便利であるため、中心と呼ぶことが
できます。研究開発、生産、工業団地間での商品やサービスの交換を結びつけるのに
役立ちます。

• ホアラックハイテクパークとハノイ市内中心部を結ぶ高架鉄道は、2022年に運用でき
るように建設計画があります。

• バスシステム：ハノイ市には、ホアラックハイテクパークと接続する15～20分/片道
の頻度で運行する02のバス路線（ルート74およびルート107）があり、今後も頻度を
増やしていく予定です。

Thế mạnh và Cơ hội – Tỉnh / KCN, tốt hơn với dữ liệu tương thích




Trung tâm 
Hà Nội

HHTP

Sân bay 
Nội Bài

Cảng Hải Phòng

ハノイ市内中心部
まで〜25分 ノイバイ国際空港まで

〜１時間
隣接する港まで1時間半

～2時間

Cảng Cái Lân 

位置



近代的および合成インフラストラクチャ：
ホアラックハイテクパークのインフラストラクチャは高い水準で構築されてお
り（日本政府のODA３億USD使用）、高い水準の投資プロジェクト（ODAプ
ロジェクト）のニーズに対応できます。具体的に：

• 給電：110/35 / 22kV 3x63MVA変電所および110 / 22kV 2x63MVA変電所から給
電可能。

• 給水：ハノイのDa川給水システムから、増圧ポンプシステムを通して、給水
できます。容量は43,000 m3 /日と8,000 m3 /日です。

• 通信：96Core光ファイバーシステムが設置されます。
• 廃水と廃棄物処理場：42,000m 3 /日の容量を持つ廃水処理場設置

長所と機会



高度人材の資源を持つ
ホアラックハイテクパークには、施設に投資している主要な大学があります。
• FPT大学には現在、8,000人以上の学生が暮らし、勉強し、研究しています。FPT大学
は12,000人の学生、研究生が入れる規模に拡大している計画があります。

• ベトナム-フランス大学：10,500人の学生と研究生が入れる規模で投資計画があります。
これは、国際レベルの大学を建設する目標で、ベトナムとして主要なプロジェクトの1
つです。

• VAN LANG大学：現在、15,000人の学生と研究生が入れる規模で投資計画があります。
• ハノイ国立大学：ホアラックハイテクパークの隣に位置し、面積1000Haで、2030年ま
でに6万人の学生が入れる規模で建設中です。

このように、ホアラックハイテクパークは、投資家の高度人材と労働力のニーズを満たせ
るでしょう。さらに、ハノイの中心部まで30分しかの距離にあるという利点により、投
資家の人材に対する需要は便利で多様化な対応を満たせるでしょう。

長所と機会



日本政府の支援活動
• 一般的な計画のサポート
• インフラ開発のためのODA支援
• 日越大学、ベトナム宇宙センターなどの多くのプロジェクトでODA支
援を受けています。

長所と機会



技術と製品のチェーン

ホアラックハイテクパークへの投資誘致希望な分野
• 情報技術
• バイオテクノロジー
• 新素材技術
• 自動化技術

4つのテクノロジーと製品分野の詳細は、次になります。
• 付録1：決定 No. 66/2014 / QD-TTgでは投資と開発を優先したハイテクのリストと開発を奨励
されたハイテク製品のリストを承認する。

• 付録2：決定 No. 13/2017 / QD-TTgでは投資および開発を優先したハイテクのリストと、開発
とともに推奨されるハイテク製品のリストの修正および補足、2014年11月25日首相政令決定
No. 66/2014 / QD-TTgとともに発行される。



投資優遇

1.法人所得税の優遇措置：特別な産業やセクターに適用される投資インセンティブ
に関する現在の規制の中では、ホアラックハイテクパークで新しい投資プロジェ
クトを実施する企業の利益税率は以下になります。

-投資資本金が4000億ドン未満のプロジェクトの場合：
•最初の4年間の税率は0％
•次の9年間（5年目から13年目まで）の税率は5％
•次の2年間（14年目から15年目まで）の税率は10％

-投資資本金が4000億ドンを超えるプロジェクトの場合：
•最初の4年間の税率は0％
•次の9年間（5年目から13年目まで）の税率は5％
•次の17年間（14年目から30年目まで）の税率は10％

2.税制上の優遇措置：輸入免税名目：輸出用の製品を加工するための商品、輸出用
に生産するための商品; 国内で生産できず、生産するための材料、供給品、およ
び部品、プロジェクトの固定資産を作成する商品など

3. その他の優遇、サポート:
-事業登録手続き
-行政手続き


